
第22回在宅血液透析研究会
ワークショップ８

2019年11月3日（土） 10：35～12：05
甲府記念日ホテル

カフ付カテーテルＨＨＤの管理方法と実際

医療法人 心信会
池田バスキュラーアクセス・透析・内科

○池田 潔、岩下廉史、松田みゆき、久保哲也、

松岡 一江、梶本宗孝、安田 透



2010年9月1日 開院

2019年9月1日現在の状況

☆アクセス・腎臓内科外来

☆月：250～270人

維持透析導入：50人/9年

☆人工透析

通院維持透析；117人

在宅透析； 11人

(2015年開始)

☆訪問看護ステーション：
医師；4名
管理栄養士：2名
看護師；26名
工学技士；9名
検査技師；3名
メディカルクラーク；2名
看護助手；3名
事務；7名
訪問看護：2人

透析室1Ｆ：34台、2Ｆ：15台
(有料個室：3床）

医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科
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バスキュラーアクセスの種類（2008年，2017年）

AVF

AVG

表在化

カテーテル

その他

2008年 2017年

人数 ％ 人数 ％

ＡＶＦ 154,450 89.7 244,299 89.0

ＡＶＧ 12,234 7.1 20,052 7.3

表在化 3,146 1.8 4,831 1.8

カテーテル 899 0.5 3,734 1.4

その他 1,191 0.9 1,467 0.5

日本透析医学会：「わが国の慢性透析療法の現況」2008，2017



カフ付カテーテ使用の変遷

２００１年：カフ付カテーテル（以下ＴＣＣ）を、心不全患者にアクセスを閉鎖して使用。
（予後1か月と循環器内科に宣告されてから2年以上延命）

２００６年：使用成績26名の報告（第51回日本透析医学会ランチョンセミナー）

２００７年：ショーンカテーテルの初期臨床応用に参加（９名/年）

福岡赤十字病院

２０１０年：緊急アクセス、ブリッジユースおよび心不全、血管荒廃患者の維持透
析目的で外来挿入管理を開始

２０１４年：在宅透析用のアクセスに使用する目的で留置管理マニュアルを作成
（当院維持と在宅透析患者向けの訪問看護ステーション開設）

２０１５年：在宅透析にＴＣＣの選択肢を準備し開始

２０１６年：在宅透析研究会にて４名のＴＣＣ透析を報告
（２０１９年６月；在宅では総数で１１名挿入し使用中５名）

医）心信会 池田バスキュラーアクセス・透析・内科



性別 年齢 原疾患 HHD歴 平均HDP 治療プラン 月平均透析回数 挿入デバイス・方法 ＶＡ

A 男 56歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 4年 147 週7回　3時間 30回 ショーン 右TCC

B 男 69歳 慢性糸球体腎症 3年9ヶ月 100 週5回　4時間 22回 テシオ 右TCC

C 女 61歳 ＩgA腎症 3年5ヶ月 96 週4回　6時間 17回 テシオ 右TCC

D 女 40歳 慢性糸球体腎症 1年9ヶ月 147 週7回　3時間 30回 テシオ 右TCC

E 男 64歳 ＩgA腎症 10ヶ月 144 週7回　3時間 30回 テシオ 右TCC

a 男 59歳 慢性糸球体腎症 3年7ヶ月 125 週5回　5時間 23回 BH 左AVF

b 男 53歳 Ⅰ型糖尿病性腎症 2年9ヶ月 196 週7回　4時間 30回 BH 左AVF

c 女 63歳 慢性糸球体腎症 2年4ヶ月 108 週6回　3時間 26回 鋭利針 右AVF

d 女 52歳 Ⅱ型糖尿病性腎症 2年1ヶ月 175 週5回　7時間 22回 鋭利針 左AVF

e 男 43歳 慢性糸球体腎症 1年4ヶ月 112 週4回　7時間 18回 鋭利針 左AVF

f 女 31歳 アルポート症候群 1年 64 週4回　4時間 17回 鋭利針 左AVF

自
己
穿
刺

T
C
C

当院の全HHD患者 2019年現在 11名
背景



当院ＨＨＤ患者の推移 2015年1月～

ＨＨＤ導入 18人

（TCC １１、穿刺 ７）

継続中 ＴＣＣ 5人
穿刺 6人

ＴＣＣ ３名 転院（挿入のみ）

ＴＣＣから離脱し通院３名
（MRSA,心房中隔欠損、
末期癌で使用で死亡)

穿刺から離脱 1名
（介助者不在）

TCCの理由

PTAの繰り返し； ３名
頻回穿刺痛 ； ２名
頻回透析 ;            ３名
高齢在宅希望； ２名

ＨＨＤのためにＴＣＣを選択していた。
ＴＣＣの選択肢は、ＨＨＤ患者を増やす一因となる。



報告のあるＴＣＣトラブル （当院未経験）

＃１ 左腕頭静脈（無名静脈）に留置された症例で、血管壊死から瘻孔出血

対処；現在留置を避け必要であれば下肢を考慮している。（Oct.2013：K.I.)

＃２ ＴＣＣの抜去不能；フィブリンによる上大静脈内でのへばりつき。

対処；感染（＋）で抜去必要なら開心術しか方法はないのでは？

感染（ー）で閉塞している場合；外部で切断し埋め込むでしまい、必要
なら他の血管へ留置。

（私案；バイアスピリンを当院患者は全例に閉塞防止で投与）



ＴＣＣ導入時の注意事項

患者
＃１ MRSA保因者の抽出；鼻腔培養の実施

（ＴＣＣ血流感染の2割でMRSAが検出されている。）

＃２ 清潔管理の確認（下着の交換の有無）

施設
＃１ スタッフ間でのマニュアル共有

＃２ 寝たきりでの導入では、清潔操作以上に、患者の清潔管理に気を
配るべきである。



本日の話題

１） ＴＣＣの合併症対策とＴＣＣによるHHD導入への考え方

感染、閉塞

２） 皮膚の解析から得られたこと



カフ付（長期留置）カテーテルトラブルのとらえ方

＃１ 感染 ①血流
②出口部

生じさせない日頃の対応

＃２ カテーテル閉塞

生じる前後の対応

いづれも宿主の問題ではなく、医現病の
立場できっちり対応する



＃１ 出口部感染

感染時期

１） 早期（カテーテル留置後1ヵ月以内）
・カテーテル接続操作時；引っ張り操作での炎症の放置
・在宅での上肢動作による固定の不具合

２） 晩期（カテーテル留置後1ヵ月以降）
・出口部の強い引っ張りによる接続操作による付着の剥がれ

感染原因

・出口部周囲操作： 固定方法、消毒方法



ドレッシングフィルムを外し
クロルヘキシジングルコン酸塩
含有綿（サンプル①）にて
テープノリを取るように清拭する

1

カテーテルにドレッシングフィル
ムのテープノリが
付着しないように滅菌ガーゼ（サ

ンプル⑤）で保護する

２

＃１ テープのりの付着防止 ：１



ガーゼ（サンプル⑤）でカテーテルを
挟むようにして覆う

３

４

（２００７年頃）（２０14年以降）

＃１ テープのりの付着防止 ：２



カテーテルのルート部分をガーゼ
で包む
ガーゼ固定のテープは縦張りに
し、フィルムの上に貼ったテープ
に固定する

9

＊患者の皮膚状況に応じて保湿
ジェルクリーム（ピュアバリア®）
を薄く塗布してドレッシングフィ
ルムを貼る



出口部の炎症所見 ゲンタシン軟膏塗布 ちリガーゼによる固定

＃２ 炎症時は、ゲンタシン軟膏塗布の継続



（排膿のある早期の局所炎症時の処置）

＃３ 局所出口部感染時の経路変更術



＃２ 血流感染
１）感染時期・場所

・導入時期に鼻腔培養

・全期間：自宅（入浴中のカテーテル汚染等）、

・透析時：（開始時、終了時）接続操作（体外循環）

２）侵入経路

・全身感染からの敗血症（感冒→気管支肺炎、下痢、等）

・回路接続時の操作

・出口部感染がカフを超えてカテーテル刺入部より血行性感染

血液培養を行い、一時抜去し抗生剤の全身投与、MRSAを考慮した抗生剤の選択



＃３ カテーテル閉塞
１）時期

早期（挿入後1週以内）
過凝固状態に対する抗凝固剤、抗血小板剤の未投与等

晩期（挿入後2週目以降）
血栓・フィブリン対策の不足

2） 原因

・側孔・先端孔への血栓形成、フィブリン癒着

・上大静脈へのカテーテルのへばりつき現象

・ポンピング不足による血栓残存



透析室での管理は？

• 日々の静脈圧観察

• ポンピングでの感触

ウロキナーゼ6万単位＋生食5ml(2.5/2.5)

治療時に連続3回充填

異常を察知！

医師へ指示受け

通常時のカテーテル内充填薬剤
ヘパリン5千単位5ml(2.5/2.5)

変更

それでも
改善できない場合は…

カテーテル内血栓除去術



血栓性

当院外来でのカテーテル診察

脱血不良・静脈圧上昇

抵抗
（＋）

ウロキナーゼ充填

抵抗（－）

カテーテルのポンピング に
て血栓の有無を確認し、血
栓を除去する。ポンピング

血栓除去

抵抗
（±）

ヘパリン充填

ウロキナーゼ6万単位を生食5ml
にて溶解したものを使用

ヘパリン5千単位を原
液で使用



カテーテル内血栓除去術の実際

術野にて

透視下で

0.035ガイドワイヤー3本



透視下→0.035inch ワイヤー3本→10分以上

＃４ 閉塞時の3本ワイヤー対処法
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＃１ テープのりの付着防止
2012年以降

＃２ 炎症時は、ゲンタシン軟膏塗布の継続
2010年以降

＃３ 局所出口部感染時の経路変更術
201４年以降

＃４ 閉塞時の3本ワイヤー対処法
201５年以降

処置方法の改善点（2010年9月～）

2014年に取り扱いマニュアルを作成した。



問題点への取り組み

１） 問題点は、宿主側（患者側）の問題ではなく、挿入者（カテーテル管理者）の
問題である。

２） トラブル時の早期対応方針の確立

３） カテーテル管理マニュアルの作成と管理施設への患者を通じた定期
管理と啓蒙指導
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Fig.1  カテーテル挿入件数の推移

総数：76人
当院：24人
他院：48人

期間：2010年9月～2018年12月

在宅透析開始



Fig.3  カテーテルの種類

ショーン, 
39

スプリットストリーム, 11

テシオS, 13

テシオＷ, 12

パリンドローム, 1

期間：2010年9月～2018年12月

総数：76人
当院：24人
他院：48人
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アクセス機能不全

Fig.2  カテーテル挿入理由

心機能不全

期間：2010年9月～2018年12月

総数：76人
当院：24人
他院：48人



Fig.8   感染率の比較検討

感染率の算出方法：

感染数/観察日数/30X13X1000=1000透析日当たりの感染率

多施設研究会 2008-2013

感染率 １０００カテーテル当たり

2.15

内野ら、２０１３ 出口部・トンネル 0.27
血流感染 0.18

当院維持 2017

他院維持

出口部・トンネル 0.31
血流感染 0.22
出口部・トンネル 3.04

血流感染 0.７３

NHSN 2006 3.69

米国 （１９９９－２００５、2007-2011) （10.1、 3.96）



トラブル

Fig.４ カフ付カテーテルトラブルの対処法

血栓性閉塞
感染

出口部 トンネル

抗生剤の全身投
与（多剤併用）・
カテーテル内投与

カテーテル抜去

即日経路変更

抗生剤の全身
投与

消毒
抗生剤内服
局所の抗生剤軟膏

カテーテル再挿入は
血培陰性を確認後
抗生剤は投与２週間以上

ウロキナーゼ充填

抵抗
（－）

カテーテルのポンピングにて血栓の有
無を確認し、血栓を除去する。

ポンピング

血栓除去

抵抗
（±）

ヘパリン充填

ウロキナーゼ6万単位を
生食5mlにて溶解したも

のを使用（連続３回透析
終了時投与）

ヘパリン5千単位
を原液で使用

（入院処置）

血流感染

少なくと
も20回
以上



挿入の対象患者

① 血管荒廃により穿刺困難
② 心機能低下（EF<40)

③ 高齢で穿刺トラブルで希望された方
④ 在宅透析での希望者

挿入の注意事項

①右内頚からの挿入。
（左内頚では、入れ替えが困難になることや、カテーテル接触部位の瘻孔が
報告された。）
②ガイドワイヤ―操作による不整脈の発症を観察
（心電図モニターと透視）
③カテーテルのキンクを防止するため緩やかな挿入
④カテーテル先端の確認を丁寧に行う。

当院でのＴＣＣ使用の対象と注意事項



＃１ ＴＣＣの成果

管理方法が確立されれば、在宅透析への応用が可能である。

＃２ ＴＣＣの改善すべき点

出口部感染、トンネル感染の防止のためカフの改良が必要である。

閉塞トラブル回避のため、カテーテル先端の血栓付着防止

＃３ ＴＣＣの適応指針

a) 心機能低下症例
b) 血管荒廃症例
c) 在宅透析における自己穿刺や頻回穿刺が必要な症例
d)  高齢導入透析患者



まとめ １

#1 カテーテル感染による死因は認められなかった。取り扱いのマニュ
アル化や処置の工夫によって、トラブル回避を行えば、今後の高齢
者透析時代のアクセスとして、ＴＣＣ維持透析は有用である。

#2 ＴＣＣによる在宅透析は、透析量の十分な確保が見込まれ、新たな透析
療法の可能性を示唆している。

#3 ＴＣＣの感染（出口部、血流）は医現病であり、防止対策の責任は医療者
にあると自覚し、十分な対策（マニュアルの作成管理）の元で挿入、使用
すること。



50代 男性 HHD

カテーテル歴：3年8ヶ月



60代 男性 HHD

カテーテル歴：3年2ヶ月



70代 女性 施設透析

カテーテル歴：7年2ヶ月



＃１ HHDでは、出口部皮膚の改善が認められるので、今回
新たな解析を試みた。

＃２ 実際の皮膚の状況を富士フィルムメディカルに依頼して
解析方法をアドバイスしてもらった。

→アスタリスタ（松田聖子）の開発部



維持透析における皮膚状態の解析

P-1

データ分析及び解析方法

協力；富士フイルムメディカル



目的）

当院でのHHD（在宅透析）、CHD（施設透析）の患者を対象に皮膚の状態を調査、観察した。

今まで、このような調査は詳しく実施されたことがない。在宅カテーテル透析患者の皮膚解析を維持
外来通院患者と比較検討した。

方法）

① 皮膚の表面状態を拡大顕微鏡で目視評価

皮膚の劣化状況を角質の単位面積の正常個数でカウントし評価

② 皮膚の表面状態の管理（水分量と脂分量）

スキンチェッカーを使用

③ 血管と皮膚表面の距離

超音波による評価



①サンワダイレクト社
商品名400-cam025

•使用用途 皮膚のキメを観察 分析

•測定部位 非シャント前腕内側部

•全患者統一



②TEC-SKINCHECKERD
スキンケアチェッカー

•仕様用途 水分率 油分率 測定

•測定部位 首側面

•全患者統一



③富士フィルム社
商品名 FC1-X
仕様プローブHFL38 6～13MHz

仕様用途 皮膚から血管までの距離測定

測定部位 非シャント 肘正中皮静脈
全患者統一



調査内容：

観察期間 2019/8下旬から2019/9上旬
測定場所 透析室および診察室（HHD患者）
測定タイミング 透析前 全患者
測定時室温 25.5～26.5°
測定時湿度 40～50%

対象： 性別 透析種別 対象人数 確認項目

男性 HHD ６名

男性 CHD １２名

女性 HHD ６名

女性 CHD ６名

計３０名

皮膚水分量
皮膚油分量
皮膚血管距離
皮膚拡大写真（角質確認）
身長
体重

P-2



皮膚の表面を観察する観点（参考資料）



FK：5

FM:4.5

MU：4.5

MM:4.5 FS:2

MT:3

MM:3

ＨＨＤ ＣＨＤ ＣＨＤ

ＦＨ:4.5



評価；２－３へのアドバイス

＃１ 生活習慣含め改善していく必要あり。

＃２ この皮膚表面状態だと、穿刺時に感染の恐れも出て来る。

＃３ ＣＫＤでは、加齢による皮膚表面の損傷影響の方もいます
が、基本的に角質の溝への汚れが多い、表面水分も目視で
は少なそうなので皮膚表面の保湿ケアや洗浄は習慣付ける
必要あり。

ＨＨＤ患者で、ボタンホール穿刺で2名が感染した。角質の状況は、1名は3であった。



まとめ ２

ＨＨＤによる透析量の増加は、皮膚表面の改善に繋がっており
穿刺部感染および出口部感染リスクを低減することが示唆された。


